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●新型コロナワクチン接種事業は、全額国の負担であり無料で受
けられます。現在、医療関係者から接種を始めていますが、ワク
チン接種に関しては、日々状況が変わつてきます。
国の指導によリクーポン配布は遅れていますが、接種の予約は、
クーポン到着後で、機関病院を中心に市内40病院でワクチン
が接種できる予定です。

●なお、機関病院|よ 「我孫子聖仁会病院」「我孫子つくし野病
院」「名戸ヶ谷あびこ病院」「平和台病院」となつています。
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【ワクチン接種計画】
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1。。′、      コロナ感染者数

●新型コロナウィルスの月別感染状況です。
1月 をピークにして減つてきていますが、
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●我孫子市では、副反応
等に的確に対応する為に

病院での個別接種をする
予定です。近くの掛かり
つけ医のもと安心して接
種できます。

クーボン到着後の予約と
なりますので、しばらく
お待ちください。
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。け奪麓国爆会露十予蝙 罐餘―幌
嶺―鰻農講予算等予算閲纂 鮫餓…輪
。晰本に満禽集会所用地確保際情 膠―瞼宏
。社会鰊

'Ch検
量の実地 。整備陳情 8-14  =

・倹吻畿麒胚咤蝙爆甕艤際情 継続 霧盆―罐◎ ■
。価醸罐贔隧機禰躙魃鑢靱鐵矯 電3-4      ・

。Ψ轟貶飯血炒嬢賣憲爾量鐘 罐書罐継続講願 7-罐 飩
。な臭轟逓畿纂鉤驀%。 議貯准鑽爾 鮫⑬―鐵
・晰爾購投隕懸議繹設簿鑽艤 炒2-◎
。な膏膊員奎教膏長饉彊 丸蟄議 舅鐵攀◎

薇鸞穣雄奪%から種⑬攀κ験でや蔽錮節針
寵文颯は「辣哄蝙醸重辟咸

"が
行われ、

なな鶴用魏震袂やメンバ驀どけてみ鮨移
畿けた。驀ャッチツ絋―スなけて「策簾
鮭いなぐ 遷鳳響すらぐ 水選蜀畿鶴
核 。鑑 饉予聾寵饉ば、電鮫筆餘蜀饉案を
鼻鰺鶉鐘下饉鍮骰鑢鰊削纏けてしヽき議す。
薇ポイントどけては、電肱筆軋鰊纏懃入囃

冬罐鮫万彦膠薇り入/1難菫罐蜀量はNM‡通陶
鰺ン『ぽ雹て鶴ヽく」と簸ゝぅ馨橙亀轟m/F災
甕ま通なく』なしゝう簿今の災書奄どなし覺畿
現/「予どもと予育て‡こあたたかしヽまる」
としヽう基本轟標/公共交通の器嘘優憧向上』
が施策‡通/横断飾な沃彎組みとして「シラ
プ難覆―シ曇ン機が入場 F雛%の文饉ど欝

舞鸞節の移鐘薩濾機が渕ほどはつて栃畿寧

隋鬱量の嚢薫隆憑は、猥糠鑽枚繭謳鐘鷺埴ぎ

饉として奪爾爾艤を箇しヽぬわ燿ゝ檸やすしヽ亀
のなつて鏃ヽ寂ず。h業上がつたは、寵の家

案を懸ほしなかな炒非―顆してえて下さい.

下新木踏切開通

新末攀な機‡通なら

"笏

がぽ攀‡通卜鸞してい

は下蝙本艤隕鰊凸鬱鍼輯鰊畿鰺置予が掏機

り、隋饂心≪賤鞣畿骰%。

進餘冬覗参Ю、饂鰤蜀櫃にが確憮肛畿、な

全戦茫儀がではほ袂うには膨なけ%。 はな

時の豊量は縁颯踪蜃蜀眩筆鰊鰈之写彰冬鰊

て本当‡通文予鬱冬でな。
°な本構想の驚馨簸‡通亀機`マ _?み下チCか ,、ハ:秘厠:   饉濾も穣笏雖晰鰺夕隧飩莉鞣S｀ 鶴とりで

・磯 繭輔滋鋳舗列蓼硝菫 罐鸞~蜻  l巴 tば こ`(し花1lI:嘉ぶ暴ボあで賛成にIやぬ鴇議鸞蝙咎淮覗吻鍾瘤之 鰈電扮秒畿警 |

Withコ ロナ時代の多くの

重要な案件が議論されました。

熱中症対策になる中学校の
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た の
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